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　放課後や長期休業中に保育を必要とする児童に対して、学童保育園を開設し、小学校の教室や
周辺施設を利用して、遊びを中心とした保育を実施しています。平成 29年 4月からの入園を希
望される方は、次のとおり手続きをしてください（継続利用の方も手続きが必要）。
　この度は、1年を通して利用する児童が対象です。夏季休業中の利用申込は、来年の広報かさ
い 6月号で案内します。

平成29年度学童保育園入園の案内 問合先／こども未来課☎42-8726　℻42-8731
　　　　kodomo@city.kasai.lg.jp

■学童保育園概要

入園資格
市内の小学校に通い、保育が必要な児童
保育を必要とする理由／両親ともに①～④のいずれかに該当する方が対象
①就労（勤務または自営）　②就学　③妊娠出産（産前産後 2カ月）　④介護・傷病・障がい

申込方法 11 月 18日（金）までに、こども未来課（市役所 1階）へお申し込みください。

必要書類 ①学童保育園入園申請書　②児童の状況確認票　③勤務証明書兼保育を必要とする状況確認書
※申請書等はこども未来課と各学童保育園で配布。市ホームページでもダウンロードできます。

保育料 月額 6,000 円（8月は 12,000 円）　※別途、おやつ・保育材料費として 1,500 円程度必要

保育時間 授業のある日／授業終了後～ 18:30　　土曜日・振替休業日・長期休業中／ 8:00 ～ 18:30
※土曜日は、センター園（北条学童保育園）でお預かりします。

入園決定 2月上旬　※両親の勤務状況、学年等をもとに入園決定します。

その他
・世帯の収入に応じて保育料の減免制度があります。
・冬季（春季）休業中のみの利用は随時受付し、定員に空きがある園でお預かりします。
・入園希望者が 5人に満たない場合は、市条例の規定により休園します。

放課後児童支援員を募集
　小学校の放課後に遊びを通じた集団生活の支
援をしていただける方を募集します（大学生可）。
勤務日／平日14:30～18:30※週2,3日勤務可

賃金／時給 1,000 ～ 1,100 円　※資格の有無による
　　　※交通費支給、有給休暇あり
応募方法／履歴書（写真貼付）を持参または郵送してください。
応募先／〒675-2395（住所表記不要）こども未来課☎42-8726

2016健康福祉まつり 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　世代や障がいを越えた市民の参加と交流
により、健康と福祉への理解を深めていた
だくため「2016 健康福祉まつり  ～できる
ことから始めよう  健康づくり  まちづくり
～」を開催します。

■日時／ 11月 12 日（土）10:00 ～ 15:30
■場所／健康福祉会館
■内容／神戸大学大学院の古谷真樹先生による睡眠と健康についての講
演、善防こども園児によるハンドベル演奏、認知症テスト、体組成測定や
体力年齢測定、食の健康づくり、健康体操、各種体験コーナー、パネル展
示、参加団体による自主製作品の販売・バザーなど
※運動ポイント事業の参加者には、50ポイントが加算されます。

障がい者などの手作り作品を展示

福祉芸術まつり「ほらいずん 2016」
　高齢者や障害者支援施設などでは、世間に
出ない芸術性あふれる作品が数多く眠ってい
ます。それらの作品を年に 1度だけ一般公
開します。芸術の秋を満喫しませんか。

日時／① 11月 12日（土）10:00 ～ 15:30
② 11月 14日（月）～ 12月 12日（月）の平日 8:30 ～ 17:15
場所／①健康福祉会館　②市役所
問合先／福祉の相談所ふきのとう☎47-2077

　健康福祉まつりでマイナンバーカー
ドの申請を受け付けします。本人確認
と暗証番号の申請をすることで、マイ
ナンバーカードを自宅にお届けするこ
ともできます。また、申請に必要な写
真を、この日に限り無料で撮影します。
対象／市内に住民登録のある方
必要な物／①免許証等の顔写真付身分
証明書と健康保険証　②住民基本台帳
カード（お持ちの方のみ）　③マイナ
ンバー通知カード

マイナンバーカード申請の
臨時窓口を開設（顔写真撮影）
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　第 50回加西市文化祭「文芸祭」
の俳句・短歌・川柳の入賞者が決
定しました。
　「一般の部」応募作品と「ジュ
ニアの部」入賞作品を掲載した作
品集を 11 月 14 日（月）から、
市内4公民館、図書館、文化・観光・
スポーツ課で入手できます（無料、
数に限りあり）。

「文芸祭」上位入賞者の皆さん 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■一般の部／市長賞
俳句 森　清美 加古川市
短歌 垣内啓子 谷町
川柳 中村すみ子 小野市

■ジュニアの部／市長賞
俳句 玉田若菜 加西中 3年
短歌 大谷幸輝 泉小 2年
川柳 宮﨑凌輔 北条小 6年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 藤本采音 富田小 6年

山端　晴 九会小 5年
短歌 小林麻由菜 加西中 2年

岡田和樹 九会小 6年
川柳 潮見惺萊 賀茂小 4年

福井　和 西在田小 4年

■一般の部／教育委員会賞
俳句 錦　佳秋 広島県三次市

平田チヨ子 加古川市
短歌 楊井佳代子 福居町

後藤千明 窪田町
川柳 中川　潔 福井県福井市

宮﨑喜美子 多可町

■洋画

市長賞 アンドレイ ･ヴ
ェルホフツェフ 姫路市

議長賞 苧玉紀夫 姫路市
教育委員会賞 萩原弘一 姫路市
文化連盟会長賞 伊達芳文 姫路市
美術家協会長賞 西岡　伸 加西市

■版画
市長賞 渡辺朋子 西宮市
議長賞 西野通広 神戸市
教育委員会賞 西川彰一 加古川市■写真

市長賞 藤澤昌信 市川町
議長賞 河部　稔 西脇市
教育委員会賞 黒田俶崇 加古川市
文化連盟会長賞 川井幸重 高砂市
美術家協会長賞 本松義章 姫路市

■日本画
市長賞 増田洋子 加西市
議長賞 岩崎順子 姫路市

■書道
市長賞 荒木恵子 加西市
議長賞 西村南嶺 加西市
教育委員会賞 尾内昭代 加西市
文化連盟会長賞 内藤麻由美 加西市
美術家協会長賞 中須賀月華 姫路市

■水墨画
市長賞 大江都紀子 播磨町
議長賞 尾村　紘 加古川市
教育委員会賞 田原昭信 播磨町
文化連盟会長賞 牛尾千代 姫路市
美術家協会長賞 中村洋子 加西市

■彫塑・工芸
市長賞 黒田雅幸 姫路市
議長賞 長谷川千賀子 加東市
教育委員会賞 高次つくみ 加西市
文化連盟会長賞 鈴木健司 姫路市
美術家協会長賞 窪田一正 加古川市

　第50回美術公募展の入賞者が決定しました。上位5賞の入賞者の皆さんです。
入賞・入選作品は、善防公民館で11月 16日から20日まで（10:00～ 16:00、
20日は15:00まで）展示します。

「美術公募展」上位入賞者の皆さん 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

国民年金保険料は社会保険料控除の対象 問合先／市民課☎42-8720　℻43-8045
　　　　shimin@city.kasai.lg.jp

　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除と
して所得から控除されます。控除の対象は、平成 28年
1月から 12月までに納めた保険料です（過年度分や追
納保険料なども含む）。
　また、ご家族の保険料を納めている場合は、合わせて
控除を受けることができます。社会保険料控除を受ける
ためには年末調整や確定申告を行うときに、領収証書な
ど保険料を納めたことを証明する書類の添付が必要で
す。
　このため、日本年金機構から 11月上旬に、納付した

保険料の額を証明する「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます。なお、平成 28 年 10 月
1 日から 12 月 31 日までに、初めて国民年金保険料を
納められた方へは、来年の 2月上旬に送付されます。
　国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万が一
のときにも心強い味方となる制度です。納め忘れのない
ようにしましょう。
■専用ダイヤル（11月 1日～平成 29年 3月 15日）
☎ 0570-003-004（ナビダイヤル）
050から始まる電話でかける場合☎ 03-6630-2525

■保険証の色と配達方法
　現在お使いの保険証（黄緑色）の有効期限は、11月
30日です。12月 1日から使用できる新しい保険証（空
色）を簡易書留で郵送します。

国民健康保険証が更新されます 問合先／国保医療課☎42-8721　℻42-1792
　　　　kokuho@city.kasai.lg.jp

■保険証が届かないと思ったら？
　受け取りできなかった場合は、郵便局で12月5日頃ま
で保管されます。その後は国保医療課で保管していますの
で、身分証明書と印鑑を持参して窓口へお越しください。

　12月 1日に国民健康保険被保険者証が更新されます。11月 20日頃から、保険証を世帯ごとに郵送します。

（敬称略）

（敬称略）


